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【全動詞活用】verb conjugation 

 【辞書形】 【ます形】 【て形】 【ない形】 【た形】 【なかった形】 

グループⅠ 

 

※死ぬ 

買う 買います 買って 買わない 買った 買わなかった 

座る 座ります 座って 座らない 座った 座らなかった 

売る 売ります 売って 売らない 売った 売らなかった 

乗る 乗ります 乗って 乗らない 乗った 乗らなかった 

待つ 待ちます 待って 待たない 待った 待たなかった 

聞く 聞きます 聞いて 聞かない 聞いた 聞かなかった 

話す 話します 話して 話さない 話した 話さなかった 

遊ぶ 遊びます 遊んで 遊ばない 遊んだ 遊ばなかった 

読む 読みます 読んで 読まない 読んだ 読まなかった 

泳ぐ 泳ぎます 泳いで 泳がない 泳いだ 泳がなかった 

グループⅡ 
食べる 食べます 食べて 食べない 食べた 食べなかった 

見る 見ます 見て 見ない 見た 見なかった 

グループⅢ 
くる きます きて こない きた こなかった 

する します して しない した しなかった 

例外   行く→行って  行く→行った  
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 【意向形】 【命令形】 【禁止形】 【条件形】 

グループⅠ 

 

※死ぬ 

買おう 買え 買うな 買えば 

座ろう 座れ 座るな 座れば 

売ろう 売れ 売るな 売れば 

乗ろう 乗れ 乗るな 乗れば 

待とう 待て 待つな 待てば 

聞こう 聞け 聞くな 聞けば 

話そう 話せ 話すな 話せば 

遊ぼう 遊べ 遊ぶな 遊べば 

読もう 読め 読むな 読めば 

泳ごう 泳げ 泳ぐな 泳げば 

グループⅡ 
食べよう 食べろ 食べるな 食べれば 

見よう 見ろ 見るな 見れば 

グループⅢ 
こよう こい くるな くれば 

しよう しろ するな すれば 
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 【可能動詞】 【受身・尊敬動詞】 【使役動詞】 【使役受身】 

グループⅠ 

 

※死ぬ 

買える 買われる 買わせる 買わされる／買わせられる 

座れる 座られる 座らせる 座らされる／座らせられる 

売れる 売られる 売らせる 売らされる／売らせられる 

乗れる 乗られる 乗らせる 乗らされる／乗らせられる 

待てる 待たれる 待たせる 待たされる／待たせられる 

聞ける 聞かれる 聞かせる 聞かされる／聞かせられる 

話せる 話される 話させる 話させられる 

遊べる 遊ばれる 遊ばせる 遊ばされる／遊ばせられる 

読める 読まれる 読ませる 読まされる／読ませられる 

泳げる 泳がれる 泳がせる 泳がされる／泳がせられる 

グループⅡ 
食られる 食べられる 食べさせる 食べさせられる 

見られる 見られる 見させる 見させられる 

グループⅢ 
こられる こられる こさせる こさせられる 

できる される させる させられる 
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グループ 動詞活用の仕方 

グループⅠ 

※て形、た

形 

あ ない形（＋ない） passive verb（＋れる） causative verb（＋せる） causative-passive verb 

（＋される／せられる） 

い ます形（＋ます）  

う 辞書形 prohibitive form（＋な）  

え potential verb（＋る） imperative form conditional form（＋ば）  

お volitional form（＋う）  

例外 -う（あ line）→ -わ、行く→行って（て形）／行った（た形）、話す（causative-passive）→ -させられる. 

グループⅡ Drop る at the end, and put ます・て・ない・た・ろ（imperative）・な（prohibitive）・よう（volitional）・れば

（conditional）・られる（potential・passive）・させる（causative）・させられる（causative-passive） 

グループⅢ All of conjugations are irregulars. 
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【動詞活用の練習】 

辞書形 意味 ます形 て形 ない形 

連れて行く to take someone along 連れて行きます 連れて行って 連れて行かない 

似る to resemble    

祝う to celebrate    

つなぐ（in.） to put together     

つながる(tr.) to be put together     

尊敬する to respect    

遠慮
えんりょ

する to hesitate    

出会う to come across    

付き合う to go out with    

言い返す to talk back    

謝
あやま

る to apologize    

 



6 
 [conjugation] all conjugations                     ©satominchi.com All Rights Reserved. Satomi.KK 

辞書形 意味 意向形 命令形 禁止形 条件形 

（人を）ふる to dump ふろう ふれ ふるな ふれば 

恋愛する to be in love     

助ける（in.） to help     

支える to support     

誘う to invite     

断る to refuse     

甘やかす to show affection     

ついて来る to come with     

話しかける to start a conversation     

無視する to ignore     

追い越す to pass     
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辞書形 意味 可能 受身 使役 使役受身 

かむ to bite かめる かまれる かませる かまされる 

（人を）起こす to wake someone up     

郵送する to mail     

どける to move out of the way     

まねする to imitate     

くり返す to repeat     

採用する to hire     

指示する to direct     

出版する to publish     

延期する to postpone     

ずらす to shift / to push back     
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問題.【正しい答えを選びなさい。】 

先週学校へ行ったら、ロッカーに（おいて・おかれて・おかせて）おいた数学の教科書が（やぶって・やぶれて・

やぶらせて）いました。なんでだろうと思っていると、クスクス笑っている人達がいました。クラスメイトの田中君

と森君です。 

二人は私が困っているのを見て、楽しそうに（笑って・笑われて・笑わせて）いました。今まで（いじめている・

いじめられている・いじめさせている）人を助けたことはありますが、自分に（起こる・起こす・起こられる）とは、

思ってもいませんでした。二人がやったに違いないと思いましたが、先生には言いませんでした。 

一時間目の授業は、数学でした。やぶれた教科書を開いてみると、中にはたくさんの落書きが（して・させて・さ

せられて）ありました。「バカ」「あほ」などと（書いて・書かれて・書かせられて）いました。教科書を使いたくな

かったので、となりの席のみきちゃんに見せて（あげる・もらう・くれる）ことにしました。 

みきちゃんと一緒に教科書を見ていると、先生に質問（し・され・させられ）ました。先生に、なんで自分の教科

書を見ないのと（聞き・聞かれ・聞かせ）ましたが、（答えられ・答えさせ・答えさせられ）ませんでした。少しは

ずかしかったからです。 

その日から田中君と森君に、ずっと（いじめて・いじめられて・いじめさせられて）います。でも負けたくないの

で、頑張って学校に行こうと思います。 


